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1. はじめに 

1.1.研究背景・目的 

スラムを対象とした研究では、従来居住者および居住

環境の実態把握が目的とされた。なぜならスラム改善政

策の実現にはそれらの情報が必要不可欠だったからであ

る。政策、研究共に、スラムを改善すべき対象として捉

えていたことは変わらない。 

一方、本研究では、スラムを均質化した都市部に立地

しながらも独自の居住文化を持つ居住地として捉える。

スラム独自の居住文化は、高密度集住や居住権の有無な

どの問題に対し、住民自らが対処せざるを得ない結果と

して生み出された。多数の問題点を指摘された土地でも、

住民は劣悪な居住環境を再構成し、可能な限り快適な空

間として住みこなすための術を持っているのである。本

稿では、住民の主体的な空間構成の試みを明らかにし、

新たな計画概念を抽出することを目的とする。 

1.2.研究方法 

本研究で扱う資料は 2016 年 9 月 10 日～24 日、2017 年

9 月 7 日～30 日までの現地調査で収集した(図 1)。調査内

容は、住宅の実測調査（17 軒）、居住者への質問調査（19

人）、路地実測調査（ソイ 12・ソイ 13(図 2)は 49 軒、バ

ン・ガルンは 30軒）、70ライ地区全体地図の作成（用途、

敷地面積、構造、階数）である。 

2.調査地概要 

70 ライ地区は、1985 年のクロントイ再開発計画により

開発され、水・電気の供給や路地・水路・敷地割・建設

ルールなどが整備された。70 ライ地区の西側には、住民

の中でも最貧困層が居住するバン・ガルン地区がある。 

70 ライ地区全体とバン・ガルンでは住宅の供給方式が

異なる。70ライ地区全体では、居住人数に応じて、4種類

の敷地が供給された(図 3 敷地面積)。敷地のみ供給され、

住宅の建設は居住者が行い、住宅を建設する際に港湾局

に申請書を出さなければならず、建設ルールを順守せざ

るを得なかった。建設ルールの内容には、①敷地前面か

ら 2m のセットバック②敷地両端および後方に 0.5m バッ

ファー・ゾーンを設けること③3 階建て以上の禁止がある。 

一方バン・ガルンの敷地は 2種類であり、敷地に住宅が

建設された状態で供給された(図 3 敷地面積)。供給された

住宅は、平屋の長屋形式であり、24㎡の 1室空間だった。

バン・ガルンの建設ルールには、①路地際から 2m のセッ

トバック②増築可能な範囲は、住宅から後方 4m の部分の

み③2 階建て以上の禁止がある。本研究では、建設ルール

を順守して建設された建物を、「建設ルール型」と定義す

る(図 3建物形式)。 

3.居住空間 

3.1.建物形式 

70 ライ地区全体とバン・ガルンでは、建物の形式が異

なる。敷地面積が 4種類である 70ライ地区全体では、2階

建ての 1階コンクリート造 2階木造が一般的である。一方

バン・ガルンでは、敷地面積は 2種類であり、平屋のコン

クリート造が一般的である。 

路地では、70 ライ地区全体とバン・ガルンからそれぞ

れソイ 12・ソイ 13(図 2)、ソイ 28 を選定し分析を行う。

現状では「建設ルール型」はほとんどない。住民は建設

ルールから逸脱する増築もしくは建て替えを行う(図 3 建

物形式)。ソイ 12・ソイ 13 では、敷地前面に増築を行う

「前増築型」、路地際から 2 階建てがある「総 2 階型」が

大半を占める。一方ソイ 28 では、「前増築型」、敷地前面

 

 

 

 

 

 

図 1 調査対象地 

 

 

 

 

 

図 2 ソイ 13の路地立面図および路地平面図 
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および後方に増築を行う「前後増築型」が大半を占め、

それぞれに 2階を増築した「前 2階増築型」、「前後 2階増 

築型」がある。このように、建設ルールから逸脱する形

式は、数種類にパターン分けできることがわかる。 

3.2.空間構成 

住宅内部の空間を示す言葉として、ナイ・バーン（家

の中）がある(図 4 平面図)。70 ライ地区の住民は、ナイ・

バーンを起点に、ナー・バーン（家の前）、ラーン・バー

ン（家の後）、ノーク・バーン（家の外）と住宅内外の空

間を認識する。 

住宅の空間構成は、立地や敷地面積ごとに異なる。ソ

イ 12・ソイ 13の敷地面積 60㎡の住宅では、1階に敷地前

面からナー・バーン→広間→ホーン・ナム（便所兼浴室）

およびホーン・クルア（炊事場）の順に空間を配置する。

敷地面積が 90 ㎡になると、それらの空間に加え、ホー

ン・ノーン（寝室）を配置する。敷地面積に関わらず、2

階にホーン・ノーンやラビアン（テラス）、ホーン・プラ

（仏間）を配置することは共通している。一方ソイ 28 の

住宅では、敷地前面からナー・バーン→広間→ホーン・

ナムおよびホーン・クルア、ホーン・ノーン→ラーン・

バーンの順に空間を配置する。 

70 ライ地区の住宅の中で、建設ルールから逸脱してい

る空間は 2 つに分類することができる。1 つは、ナイ・バ

ーンから独立した空間を配置する場合であり、ナー・バ

ーンやラーン・バーン、ラビアンが当てはまる。もう 1つ

は、ナイ・バーンを拡張する場合であり、広間やホー

ン・ノーンの拡張、2 階の増築などが当てはまる。例えば、

ソイ 28 の 2 階は、路地際からセットバックした位置に増

築されている(図 3 建物形式)。この位置に 2 階を増築する

と、路地の庇が視線を遮り、2 階は地上から見えなくなる。 

70 ライ地区の住宅は、立地ごとに構造および材料が共

通する(図 4 妻側断面図)。ソイ 12・ソイ 13 の住宅は、軸

組構造であり、1 階柱および壁にはコンクリートを使用し、

2 階床組、2 階柱梁、小屋組みには木を使用する混構造で

ある。一方ソイ 28 のナイ・バーンは、コンクリートブロ

ックの壁構造である。しかしナー・バーンやラーン・バ

ーン、2階などの増築部は、木の軸組構造である。 

4.考察 

 70 ライ地区では、行政により再開発が実施され、敷地

割や土地の所有権、建設ルールなどが整備された。そし

て住民は建設ルールに従い、住宅を建設した。しかし住

民は、建設ルールから逸脱する増築をしばしば行う。 

70 ライ地区の住宅は、建物形式だけでなく、空間構成

や構造、材料に共通点がある。これは、住民間で共有さ

れた住宅モデルが存在することを示唆する。 
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図 3 70ライ地区における敷地面積および建物形式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 各階平面図/妻側断面図 
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